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［修士課程］入学試験
【A日程】

2018 Admission Policy｜アドミッションポリシー（大学院造形研究科（修士課程））

武蔵野美術大学は幅広い教養を備え人格的にも優れた美術家やデザイナーなど、
造形芸術の専門家を養成してきました。本学では次のような学生を求めています。

1.幅広い造形力や教養、独自性を基に、自らの専門性を着実かつ大胆に

深化、開拓しようとする人

2.造形芸術の研究・表現者として、文化創造の発展に寄与し、国際社会

で活躍しようとする人

Contents
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2017 9月 2017 10月 2017 11月 2018 4月

出願 作品等提出
下表参照

試験日
10月15日〔日〕

合格発表
10月17日〔火〕11：00

入学手続 入学
9月16日〔土〕～9月25日〔月〕
＊  web出願登録は 

9月25日［15：00］まで
＊ 検定料の支払いは 

9月25日［18：00］まで

作品等提出
下表参照

11月9日〔木〕必着

出願から入学までの流れ

選考方法・試験日程

専攻・コース 選考方法 9月28日〔木〕 9月30日〔土〕 10月5日〔木〕 10月15日〔日〕

美
術
専
攻

造形理論・
美術史
コース

・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文
・外国語（英語）
・専門基礎（筆記試験）
・面接

作品等提出
10：00→12：00

小論文
10：00→12：00
外国語（英語）
12：30→13：30
専門基礎（筆記試験）
14：30→15：30
面接
16：30→

芸術文化政策
コース

・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文（英語含む）
・面接

作品等提出
9：30→9：50
小論文（英語含む）
10：00→12：00
面接
13：30→

デ
ザ
イ
ン
専
攻

視覚伝達
デザイン
コース

・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文および設問
・面接

研究論文提出
（希望者のみ）
9：00→17：00

作品等提出
9：00→9：30
小論文および設問
10：00→12：00
面接
14：00→

建築コース ・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文（英語含む）
・プレゼンテーション
・面接

作品等提出
9：00→9：30
小論文（英語含む）
10：00→12：00
プレゼンテーション
13：30→
面接
プレゼンテーション終了後

映像コース ・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文
・面接

作品等提出
13：30→16：30

小論文
10：00→12：00
面接
13：00→

写真コース ・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文
・面接

作品等提出
13：30→16：30

小論文
10：00→12：00
面接
13：00→

デザイン情報学
コース

・書類審査
・作品（論文）審査
・小論文
・外国語（英語）
・面接

作品等提出
10：00→12：00

小論文
10：00→12：00
外国語（英語）
12：30→13：30
面接
14：30→

＊試験教室、作品等の提出場所は試験当日に大学正門でお知らせします。
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提出作品等について

専攻・コース サイズ・内容・形式 提出日時

美
術
専
攻

造形理論・美術史
コース

卒業制作または卒業論文
　・卒業制作にはその創作意図について2,000字程度の解説を添える。
　・大学卒業見込者については研究計画書4,000字程度を提出してもよい。
　・大学卒業後２年を超える場合は、卒業制作または卒業論文とともに最近の作品または研究論文も提出すること。

9月28日〔木〕
10：00→12：00

返却：面接終了後

芸術文化政策
コース

1.研究計画書
　［研究テーマをA4サイズ、ワープロ1,200字程度にまとめたもの］
2.ポートフォリオ
　［論文などをまとめたもの］

10月15日〔日〕
9：30→9：50

返却：面接終了後

デ
ザ
イ
ン
専
攻

視覚伝達デザイン
コース

ヴィジュアルデザインに関する近作2点以上
　＊近作2点以上に加えて、希望者は研究論文を提出してもよい。
　＊映像作品の場合は、5分程度にまとめ概要がわかるようにしておくこと。
　＊研究論文を提出する場合は、400字詰原稿用紙3枚以内に要旨をまとめたものを併せて提出すること。

研究論文
9月30日〔土〕
9：00→17：00
作品
10月15日〔日〕
9：00→9：30

返却：面接終了後

建築コース 1.近作１点
　（プレゼンテーションで使用する模型・パネル・デジタルメディア＊を任意に一つ以上選択）
　＊ファイル形式は jpg、pdf、ppt、動画はmovとする。
　　提出方法は事前に確認のこと（arc@musabi.ac.jp)。
2.ポートフォリオ（近作3点以上掲載）または論文

10月15日〔日〕
9：00→9：30

返却：面接終了後

映像コース 1.近作2点
　［論文またはポートフォリオも可］
　＊自らが制作したものに限る。集団制作の場合は、自分の役割を明記すること。
　　（出演、道具、衣装等の関わりのみの場合は本人の作品とはみなしません）
　＊ 作品を収録するメディアはDVDに限る。DVDはファイナライズ処理を済ませ、パソコン以外の 

DVDプレーヤーで再生できることを確認しておくこと。
　＊写真作品は1シリーズを1点とみなす。
2.研究計画書
　［A4サイズ、書式自由、800字以上1,200字以内］

10月5日〔木〕
13：30→16：30

返却：面接終了後

写真コース 1.近作2テーマ以上
　［論文またはポートフォリオも可］
　＊写真作品は1シリーズを1点とみなす。
2.研究計画書
　［A4サイズ、書式自由、800字以上1,200字以内］

10月5日〔木〕
13：30→16：30

返却：面接終了後

デザイン情報学
コース

ポートフォリオ
・過去2年間の作品、論文などの研究成果をA3サイズのファイル形式によって、わかりやすくまとめたもの。
・補足資料として論文および制作物、メディアに収録した作品を添付することも可。

9月30日〔土〕
10：00→12：00
返却：面接終了後

＊作品等の提出場所は当日、大学正門にてお知らせします。

【提出作品等についての注意事項】
① 志願者本人が持参してください。また提出時には受験票（P08「受験票について」参照）も持参してください。10月3日
（火）以前に提出日が定められている場合は、学生証、健康保険証等の身分証をお持ちください。
② 郵送による提出は定められたコース、提出物以外は基本的に認めませんが、持参が困難な場合は、事前に入学センタ
ー［TEL.042-342-6995／e-mail : nyushi@musabi.ac.jp］へお問い合わせください。
③ 提出する作品には1点につき1枚ずつ「作品用氏名ラベル」（本学所定の用紙）を貼付してください。ポートフォリオは1
冊を1点とみなします。
④ その他、作品等提出について不明な点は、入学センターへお問い合わせください。
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大学院造形研究科［修士課程］入学試験における募集人員は次のとおりです。（A・B日程合計）

次のいずれかに該当する者または2018（平成30）年3月31日までに該当する見込の者。
１．大学を卒業した者。
２．独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者。
３．外国において、学校教育における16年の課程を修了した者。
４． 外国の学校が行う通信教育を日本国内で受講することにより当該外国の学校教育における16年の課程を修了した
者。

５． 日本国内において、外国の大学の課程（その修了者が当該外国の学校教育における16年の課程を修了したとされる
ものに限る）を有するものとして当該外国の学校教育制度により認められた教育施設であって、文部科学大臣が別に
指定するものの当該課程を修了した者。

６． 専修学校の専門課程（修業年限が４年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る）で
文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者。

７．文部科学大臣の指定した者。
８． 本大学院において、個別の受験資格審査により、大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、2018 
（平成30）年4月1日までに22歳に達する者。
　※出願資格の８で出願しようとする者については、入学資格の事前審査を要します。
　　入学資格審査締切日：8月25日〔金〕（必着）
　　審査の詳細については、本学サイトの「個別入学資格審査」のページ
　　（http://www.musabi.ac.jp/admission/other/exceptional/）
　　を参照、または入学センター（TEL.042-342-6995／e-mail:nyushi@musabi.ac.jp）までお問い合わせください。

A日程のなかでは併願はできません。

【建築コース】
建築コースでは出願期間までに希望指導教員との事前面談を必ず行ってください。
面談に先立ち、面談を希望する教員あてに直接メールで連絡してください。面談可能な日時については教員よりご連絡
します。各教員のメールアドレスは下記建築学科webサイトに掲載しています。
また、既に開催された進学相談会等で行った相談が事前面談となるか否かが不明な場合も、メールにて教員にご確認く
ださい。

●建築学科webサイト：http://www.arc.musabi.ac.jp/studio.html

【デザイン情報学コース】
デザイン情報学コースでは、研究計画の内容が指導可能な分野であるかをあらかじめ確認しておくために、希望指導教
員との事前面談を行うことを推奨します。
事前面談は希望者に対して実施するもので、必ず行う必要はありません。また、事前面談の内容等が選考に反映される
ことはありません。
面談を希望する場合は、下記アドレスまでメールで申し込んでください。後日、対応可能な面談日・時間の候補を複数お
知らせします。
出願期間以後は面談を行いません。出願期間までに十分な時間的余裕を持って事前面談を申し込んでください。
事前面談にあたっては、研究計画案、これまでの研究成果を確認できるもの等を持参してください。

●事前面談申し込みメールアドレス： d-info@musabi.ac.jp

タイトルを「大学院 (研究生 )入学試験事前面談申込」とした上で、氏名、住所、電話番号、出身学校もしくは在籍学校名、
希望する指導教員名を必ず記載してください。

募集人員

出願資格

併願について

事前面談に
ついて

専攻 コース 募集人員

デザイン
専攻

視覚伝達デザインコース

28名

工芸工業デザインコース
空間演出デザインコース
建築コース
基礎デザイン学コース
映像コース
写真コース
デザイン情報学コース

専攻 コース 募集人員

美術専攻

日本画コース

28名

油絵コース
版画コース
彫刻コース
造形理論・美術史コース
芸術文化政策コース
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2017（平成29）年9月16日〔土〕9:00～9月25日〔月〕15:00［web出願登録＋郵送（消印有効）］
＊検定料の支払いは9月25日［18：00］まで。
＊日本国外から郵送する場合は9月25日〔月〕必着とします。

web出願システムより出願登録をし、出願書類を角2サイズの封筒に封入し、web出願システムで出力した宛名票を貼
付し郵送（速達簡易書留）してください。
web出願システムの利用手順については、P06を参照してください。

web出願登録では受験者情報、出願情報のほか、
・卒業制作・論文のテーマおよび概要（400文字以内）
・入学後の学習・研究計画（800文字以内）
　※ 芸術文化政策コース、映像コース、写真コースの志願者は別紙にて提出すること。（P03を参照）
・大学院修了後の計画（400文字以内）
・希望指導教員
　※ 建築コース、デザイン情報学コースのみ
の入力も必要になります。

35,000円
※web出願システムより出願期間内にお支払いください。
※詳細はweb出願システムの利用手順ページを参照してください。
※検定料の他に、web出願手数料が別途必要です。

1. 出願書類に不備があった場合は出願が無効となる場合があります。
2. 検定料支払い後の志望専攻・コースの変更は認めません。
3. いったん受理した出願書類および検定料は、事由のいかんを問わず返還しません。
4. 出願書類に虚偽の記載があった場合、入学を取り消すことがあります。

出願期間

出願方法

web出願登録に
ついて

検定料

出願上の注意
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web出願システムの利用手順

◆クレジットカード
・VISA
・MasterCard
・JCB
・AMERICAN EXPRESS
・Diners Club

◆ネットバンキング
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検定料の支払い方法

登録完了画面の「ネットバンキングで支払い」ボタンをクリック。
利用したい金融機関を選択し、ネットバンキングサイトから検定料を支払ってください。
※事前にネットバンキングの利用契約が必要です。

Loppi

「マルチペイメント
サービス」を選択

お客様番号・
確認番号入力

支払い内容
確認

「各種代金
お支払い」
を選択

Famiポート

「番号入力画面
に進む」を選択

お客様番号
入力

確認番号
入力

支払い内容
確認

※ゆうちょ銀行・銀行ATMを利用する際、現金で10万円を超える場合はキャッシュカードで支払ってください。
　コンビニエンスストアを利用の場合は現金で30万円までの支払いとなります。

Kステーション

「マルチペイメント
サービス」を選択

お客様番号
入力

確認番号
入力

支払い内容
確認

クラブ ステーション

支払い内容
確認

支払い内容
確認

店頭レジ

タッチパネルに
オンライン

決済番号を入力

領収書
（レシート形式）を
必ず受け取る

レジで検定料を
現金で支払う※

詳しい支払い方法は、登録完了画面、または申込確認画面にてご確認ください。

取扱明細兼領収書を必ず受け取る

発券された申込券（受付票）をレジへ持参し、検定料を現金で支払う※
申込券（受付票）発行後は30分以内にレジにて支払ってください。

支払い内容
確認

ご利用明細票を
必ず受け取る

「現金」または
「キャッシュカード」
を選択し支払う※

A方式
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1. 志願確認書
　  web出願システムでの出願登録および入学検定料の支払い完了後、印刷を行ってください。
2. 出願資格を証明する書類および成績証明書等
　  P04の出願資格により、以下の書類を提出してください。
　 ⅰ出願資格1で出願しようとする者
　　⃝卒業（見込）証明書
　　⃝成績証明書　
　 ⅱ出願資格2で出願しようとする者
　　①短期大学、高等専門学校卒業者を対象とする学位授与（見込）者
　　⃝学位記の写し（授与見込者は学位授与機構による学位授与申請を受理したことの証明書）
　　⃝ 基礎資格となる当該短期大学・高等専門学校の成績証明書と基礎資格に該当した後に修得した単位に関わる証

明書
　　②機構認定の教育施設（各省庁大学校）の課程修了者を対象とする学位授与（見込）者
　　⃝学位記の写し（授与見込者は当該教育施設の修了見込証明書）
　　⃝当該教育施設の成績証明書
　 ⅲ出願資格3、4、5で出願しようとする者
　　⃝卒業（見込）証明書（英語または日本語表記）
　　⃝成績証明書（英語または日本語表記）
　　　＊ 日本語か英語表記に限ります。それ以外の言語で書かれている場合は、日本語または英語に翻訳し、大使館などの公的機関で翻訳が正確な

ものであるという証明を受けてください。ただし日本所在の日本語学校に在学中の者は、日本語学校による証明を可とします。
　 ⅳ出願資格6で出願しようとする者
　　⃝高度専門士取得（見込）証明書もしくは修了（見込）証明書
　　 　 （当該専修学校が発行する、修業年限が4年以上でかつ、修了に必要な総授業時間数が3,400時間以上の専門課

程を修了（見込）である証明書）
　　⃝成績証明書
　 ⅴ出願資格7で出願しようとする者
　　事前に、入学センターにご確認ください。
　 vi出願資格8で出願しようとする者
　　⃝受験資格審査結果通知書のコピー
3. 提出作品自己作成証明書（本学所定の用紙）
　「提出作品自己作成証明書」の記載内容を確認し、署名・捺印のうえ、提出してください。
4. 在留資格を証明する書類（外国籍の者）
　◆すでに日本に在留している場合：在留カードのコピー（表裏両面）
　◆ 日本に在留していない場合：パスポートの身分事項（氏名、生年月日、国籍、パスポートの有効期限等）が記載されて

いるページのコピー
　※在留カードは裏面に記載事項がない場合でも必ず表裏両面をコピーしてください。
　※A4サイズの用紙にコピーしてください。

「提出作品自己作成証明書」（本学所定の用紙）は他の出願書類とあわせて郵送してください。志願者本人は提出する作
品等が自ら制作したものであることを誓約してください。また、指導教員等より提出作品等が志願者本人の作品であるこ
との証明を取得してください。親族・友人による証明は不可とします。
「作品用氏名ラベル」（本学所定の用紙）を提出作品１点につき１枚ずつ貼付のうえ、作品提出を行ってください。ポート
フォリオは１冊を１点とみなします。

出願にあたってお知らせいただいた住所、氏名、その他の個人情報は、学校法人武蔵野美術大学個人情報保護基本方針
に則り、入学試験業務、および個人を特定しない形での各種統計資料作成に利用します。これらについては個人情報保
護法規定に則して契約を締結した委託業者において行います。出願された方の個人情報は本学が明示する用途に限り
使用し、委託業者がその委託業務を超えて他の目的に使用することはありません。

各自web出願システムからA4サイズの通常のコピー用紙にプリントアウトし、試験日当日に持参してください。
郵送はしませんのでご注意ください。
プリントアウトは10月3日〔火〕11：00以降できるようになります。

出願書類

※「本学所定の用紙」は本学
webサイトよりダウンロー
ドしてください。

作品提出に
ついて

個人情報の保護
について

受験票について
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コース 試験科目 携行用具

造形理論・美術史コース
映像コース
写真コース
デザイン情報学コース

小論文 鉛筆またはシャープペンシル（BもしくはHB)、消具　　

芸術文化政策コース
建築コース 小論文（英語含む）

鉛筆またはシャープペンシル（BもしくはHB)、消具　　
※建築コースは英和・和英辞書の持ち込み可（電子辞書は不可）。
※建築コースでは外国人留学生は母国語と英語・日本語に関する辞書を携行してもよい。

視覚伝達デザインコース 小論文および設問 鉛筆またはシャープペンシル（BもしくはHB)、消具　　

造形理論・美術史コース 専門基礎（筆記試験） 鉛筆またはシャープペンシル（BもしくはHB)、消具　　

造形理論・美術史コース
デザイン情報学コース 外国語（英語） 鉛筆またはシャープペンシル（BもしくはHB)、消具、英和辞書（電子辞書は不可）

※ 外国人留学生は母国語と英語・日本語に関する辞書を携行してもよい。

身体上の理由により、受験の際に配慮を希望する場合は、事前に必ず入学センター［TEL.042-342-6995］までご連絡く
ださい。また、出願後に不慮の事故等（交通事故、負傷、発病等）により配慮が必要となった場合は、速やかに上記までご
連絡ください。

鷹の台キャンパス（東京都小平市小川町1-736）（P19「本学へのアクセス」参照）
※試験教室、作品等の提出場所等は、試験当日にお知らせします。

①試験開始の30分前までに入構するようにしてください。なお、受験生以外の者は入構できません。
② 受験票は必ず携帯してください。試験当日、受験票を忘れたときは、入学センターまで申し出てください。受験票の再
発行には時間を要することがありますが、そのことによる試験時間の延長等は行いません。
③ 試験場には時計はありません。必要な場合は持参してください。使用する際はアラーム音等を必ず切ってください。ま
た、携帯電話を時計代わりに使用することは禁止します。
　 計算・辞書・通信・撮影等の機能がある時計や電子機器等の試験場内での使用は禁止します。
④ 試験場内での携帯電話の使用は一切禁止します。試験場に入室する前に必ず電源を切り、カバンにしまってください。
⑤ 答案用紙の指定された氏名欄以外への本人の氏名、受験番号等の記載を禁じます。
⑥ 試験時間中は試験監督の指示に従ってください。用具の貸し借り、私語は禁止します。また、試験監督の許可なく、自
席を離れないでください。
⑦ カンニング等の不正行為があった場合、当該年度の試験はすべて失格とします。
⑧ 受験に際し、試験監督の注意や指示に従わなかった場合、または不適切な行為があった場合は、受験の停止を命じま
す。
⑨ 試験時間中に発病その他の事故などが起きたときは、試験監督へ申し出て指示に従ってください。
⑩ 試験当日、学校保健安全法で出席の停止が定められている感染症（インフルエンザ、結核、はしか等）に罹患している場
合は、他の受験生や試験監督等への感染の恐れがあるため、原則として受験をお断りしています。
⑪ 受験生は、試験終了まで試験場から退出することはできません。
⑫ 試験が午前・午後にわたる場合は、昼食を持参してください。構外に買いに出ることはできません。
⑬ 試験の解答の所有権、著作権は本学に帰属し、解答用紙等の返却はいたしません。また、本学の入試資料として入学
試験ガイドや本学ウェブサイトに掲載、進学説明会で展示することがあります。

携行用具

受験時の配慮に
ついて

入学試験場

受験上の注意
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2017（平成29）年10月17日〔火〕 11：00
＊本学webサイト［http://www.musabi.ac.jp/］にて発表します。
 合格者全員に合格発表と同時に「合格通知書」および「入学手続書類」を郵送します。
「合格通知書」および「入学手続書類」が合格発表後3日を過ぎても届かない場合は、入学センター［TEL.042-342-6995
／9：00～16：30／日曜日、祝日を除く］にお問い合わせください。
（合否に関して、電話等による問い合わせにはお答えしません。）

合格者は下記の期日までに所定の学費を納入（銀行振込）し、入学手続書類を郵送してください。
2017（平成29）年11月9日〔木〕 必着
「合格通知書」「入学手続書類」の不着または遅配等、理由を問わず入学手続期限後の手続は認めません。

2018（平成30）年度の学費は次のとおりです。

前期分　（入学手続時） 後期分　（9月）

入学金（入学時のみ）＊1 180,000円 ̶

授業料 592,500円 592,500円

実習費＊2 14,750～32,750円 14,750～32,750円

維持費 15,000円 15,000円

施設費 150,000円   150,000円

合計 952,250～970,250円    772,250～790,250円

＊1 本学卒業者および卒業見込者の入学金は、上記にかかわらず90,000円とします。
＊2 実習費はコースにより異なります。
※ 入学時には別途、学生教育研究災害傷害保険料および学研災付帯賠償責任保険料合計2,430円（予定）が徴収されます。
※ 本学入学・在籍にあたり留学ビザを取得・保有される方は別途、インバウンド留学生向け学研災付帯学生生活総合保険料20,130円（予定）が徴収され
ます。

コースごとの実習費（6か月分）は次のとおりです。

美術専攻
造形理論・美術史コース 14,750円

芸術文化政策コース 14,750円

デザイン専攻

視覚伝達デザインコース 19,750円

建築コース 14,750円

映像コース 32,750円

写真コース 32,750円

デザイン情報学コース 32,750円

入学試験問題は、大学webサイトでも一部公開しています。
詳細は「受験生の方へ」のページよりご確認ください。
http://www.musabi.ac.jp/

本要項の内容に変更があった場合は、別途大学のwebサイトにてお知らせします。

合格発表

入学手続

学費

過去の入学試験
問題について

その他
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武蔵野美術大学には、学生を支援するため各種奨学金制度（学内奨学金、日本学生支援機構奨学金、地方公共団体奨学
金・民間団体奨学金）や家賃補助制度があります。

１．本学独自の学生支援（すべて給付型）
＜奨学金＞

名称 選考基準 支給額
（年額） 採用人数 2016年度実績

（採用者数/出願者数）

武蔵野美術大学
奨学金

人物及び学力が優秀であり、かつ経済上の事情により
修学することが困難であると認定された者

592,500円 　　50名 学部生　189名/529名
大学院生　21名/48名300,000円 　160名

武蔵野美術大学
奨学金緊急採用

家計支持者が死亡、破産等により家計が急変した学生
で、修学の継続が困難な学生

家計状況に
より決定

　　4名 3名/3名

武蔵野美術大学
奨学金緊急採用（災害罹災用）

自然災害に罹災し、授業料減免制度を受けていない学
生で、修学の継続が困難な学生

罹災程度に
より決定

定員なし 0名/0名

武蔵野美術大学
大学院博士前期課程（修士課程）
奨励奨学金

博士前期課程（修士課程）に在籍する優秀で意欲のある
学生 500,000円 　　3名 3名

武蔵野美術大学
清水多嘉示賞（研究室推薦）

彫刻学科を卒業し、大学院彫刻コースに入学した学生
で、卒業制作の成績が極めて優秀かつ作家としての将
来性が有望な者

100,000円
（2年間給付）

　　1名 1名

武蔵野美術大学
三林亮太郎賞（研究室推薦）

空間演出デザイン学科を卒業し、大学院空間演出デザ
インコースに入学した学生で、卒業制作の成績が極め
て優秀かつデザイナーとしての将来性が有望な者

100,000円
（2年間給付）

　　1名 1名

武蔵野美術大学
三雲祥之助賞（研究室推薦）

油絵学科を卒業し、大学院油絵コースに入学した学生
で卒業制作の成績が極めて優秀かつ作家としての将来
性が有望である者

100,000円
（2年間給付）

　　1名 1名

武蔵野美術大学
飯田三美賞（研究室推薦）

工芸工業デザイン学科を卒業し、大学院工芸工業デザ
インコースに入学した学生で、卒業制作の成績が極め
て優秀かつデザイナーとしての将来性が有望な者

100,000円
（2年間給付）

　　1名 1名

武蔵野美術大学
前田常作賞（研究室推薦）

油絵学科を卒業し、大学院油絵コース又は版画コース
に入学した者で、油絵学科の卒業制作の成績が極めて
優秀であり作家としての将来性が有望な者

100,000円
（2年間給付）

各コース
　　1名

2名

武蔵野美術大学
橋本修英奨学金（研究室推薦）

大学院建築コースに在籍し、優秀なる資質を有する学
生 100,000円 　　1名 1名

武蔵野美術大学
岡井奨学金（研究室推薦）

大学院視覚伝達デザインコースに在籍し、優秀な資質
を有する留学生 100,000円 　　1名 1名

武蔵野美術大学
根岸奨学金（研究室推薦）

大学院油絵コースに在籍し、造形学部在学中に「絵画組
成」の授業を履修し、優秀な成績を修めた学生 100,000円 　　1名 1名

＜授業料減免制度＞

名称 選考基準 減免額
（年額） 採用人数 2016年度実績

（採用者数/出願者数）

経済的支援授業料減免制度 家計困窮により修学の継続が困難な学生
当該年度半期
授業料の3割

220名
学部生　199名/508名
大学院生　20名/28名

災害救助法による学費減免 災害救助法適用地域に学費支弁者が在住し、自然災害
で罹災し修学の継続が困難と認められた学生

罹災程度に
より決定

定員なし 6名/8名

＜経費補助＞

名称 選考基準 支給額 採用人数 2016年度実績
（採用者数/出願者数）

武蔵野美術大学
学生傷害診療費補助

正課授業を受講しているとき、又は大学公認サークル
が必要手続きを申請したのちの活動、又は学校行事へ
の参加目的をもって、合理的な経路及び方法により傷
害を負った者で、且つ「学生教育研究災害傷害保険」に
担保されない軽度の受診者

上限
15,000円

定員なし 7名/7名

武蔵野美術大学
外国短期留学等経費補助

外国短期留学及び国際交流プロジェクトに参加した者
のうち、修得単位の認定を受けた者

上限
100,000円

定員なし 50名/50名

奨学金等の
ご案内



12

2．日本学生支援機構奨学金（すべて貸与）

名称 貸与種別 支給額
（月額） 採用人数 2016年度実績

（採用者数/出願者数）

日本学生支援機構奨学金　

第一種（無利子）　　　  50,000円
 88,000円

̶ 1年生17名/18名
2年生2名/2名　

第二種（有利子）　　　

 50,000円
 80,000円
100,000円
130,000円
150,000円
から選択

̶ 1年生3名/3名
2年生0名/0名

３．地方公共団体奨学金、民間団体奨学金または教育ローン
　 地方公共団体や民間団体が支給する奨学金も多数あります。これらの情報については大学webサイトに掲載しています。
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武蔵野美術大学では、私費外国人留学生に対して、実りある留学生活を過ごしていただくために、経済的負担を軽減し、
学業の継続を援助することを目的として、授業料減免制度や奨学金などの実施をしています。
なお、2018年度新入生は、2018年度授業料減免および奨学金への申請を行うことはできません。
①授業料減免制度
　 経済的に修学困難な私費外国人留学生のうち、以下の条件を満たす者の中から学業成績の上位優秀者を対象としま
す。応募資格や応募方法の詳細は、入学後の留学生オリエンテーションや掲示板でお知らせします。
　なお、この制度は毎年見直されるので、適用当初の制度や減免率が卒業時まで継続するものではありません。
　○減免率　
　　2018年度授業料の30%を上限とする（予定）。
　○申請資格
　　１．学費・住居費を除く生活費の平均月額が90,000円以下であること。
　　２．住居費の月額が60,000円以下であること。
　　３．在留資格が「留学」であること。
　　４．2018年4月1日時点で、本学に1年以上在籍する大学院の正規学生であること。
　　５．留年していないこと。
　　６．休学中でないこと。
　　７．前年度の学業成績が優秀であること。
　○授業料減免の方法
　　後期分の授業料から減免額を差し引きます。
②奨学金制度
　 私費外国人留学生を対象とした奨学金についてはすべて国際チーム（e-mail：ryugaku@musabi.ac.jp）で取り扱い
ます。応募資格や応募方法の詳細は、入学後の留学生オリエンテーションや掲示板でお知らせします。
　○奨学金の形態
　　１．本学が設置する奨学金
　　　 対象者の中から、学業成績優秀者を大学奨学生として選出します。
　　２．各奨学金財団から大学に募集依頼のあるもの
　　　  各奨学金財団から本学に推薦者の依頼があるもので、書類審査、学業成績等を総合的に判断して推薦者を選出

します。
　　　  推薦者の中から、奨学金財団が選考しますので、推薦されたからといって、必ず奨学生に採用されるわけではあ

りません。
　　３．大学を通さず直接学生が応募するもの
　　　 各自、必要な書類を揃えて、直接応募します。
　○応募資格
　　１．在留資格が「留学」であること。
　　２．2018年4月1日時点で、本学に１年以上在籍する大学院の正規学生であること。
　　３．留年していないこと。
　　４．休学中でないこと。
　　５．前年度の学業成績が優秀であること。
　　＊その他応募資格は各奨学金の募集要項による。
◆主な奨学金
　　１．学内の奨学金
　　　 武蔵野美術大学私費外国人留学生奨学金 ￥300,000/年
　　２．学外の奨学金（大学推薦）
　　　 外国人留学生学習奨励費 ￥48,000/月
　　　（財）神林留学生奨学会 ￥120,000/月
　　　（財）共立国際交流奨学財団奨学金 ￥100,000/月
　　　（株）共立メンテナンス奨学基金奨学金 ￥60,000/月
　　　（財）佐川留学生奨学財団 ￥100,000/月
　　　（財）佐藤陽国際奨学財団 ￥180,000/月
　　　（財）朝鮮奨学会奨学金 ￥40,000/月
　　　（財）橋谷奨学会 ￥100,000/月
　　　（財）平和中島財団外国人留学生奨学金 ￥100,000/月
　　　（財）ロータリー米山記念奨学会奨学金 ￥140,000/月
　　　 ＊詳細については大学webサイトをご覧ください。

私費外国人留学
生授業料減免・
奨学金制度につ
いて
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日本画コース
日本画コースでは、学部4年間または他大学で培った日本画の基礎を踏まえたうえで、より一層の自己確認を繰り返しな
がら研究を積み重ねていきます。カリキュラムでは年間400号の課題を設定していますが、各自が自由に計画を立てて実
習を進めます。
【日本画研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ】は、新しい表現への意欲を高め、創作活動の意味を体得する実験研究の期間です。修了制作は2年
間の集大成であり、修了制作展で学内外へ向けて発表します。将来の創作活動への方向性を見据えながら、作家として
自己確立をしていくことを目標とします。

油絵コース
油絵コースでは、大学の4年間で習得したものを専門的に深く探求し、各自が作品のレベルアップを目指します。また、担
当教員とともに、作品の問題点や方向性を専門的・具体的に考えていくのも大きな特徴です。具象的作品から抽象的作
品、近年は現代美術を志向する学生も増加し、アトリエは意欲的な作品に溢れています。大学院は、作品を介して初めて
会話が成り立ち、批評が成り立つ世界です。学生にとって、画家や美術家になるための重要な時間であり、作品と格闘し、
芸術や世界を考えることで、そのステップを一歩一歩進んでいきます。

版画コース
版画コースは、伝統的な技法から写真やCGを取り入れた表現媒体を介して、学生それぞれのテーマを大切にしつつ、創
造的な世界を拡大していきます。さらに「版」を手段とした個の表現を確立し、現代美術を意識した絵画的領域も出現し
ています。凸・凹・平・孔の4版種の工房には、大型版画に対応する設備があり、版種の持つ原理原則をもとに、版表現に
可能性を求めて制作研究を行うことができ、ここから次世代を担う表現者、研究者を育成することを目標としています。

彫刻コース
彫刻コースは、将来彫刻家、美術家を目指す者として専門性を深め、そのための情報を受信し、社会に向けて自己の表現
を発信する2年間です。大学院を学部4年間の単なる延長としてではなく、研究室とともに、変転する価値観のなかで美
術の在り方を考察し、時には学部生をリードする立場をとりながら、自己の専門性を確立する過程として位置づけていま
す。

造形理論・美術史コース
造形理論・美術史コースは、造形表現の歴史的、理論的な研究を行います。研究対象は、時代としては古代から現代まで、
地域としては日本、東洋、西洋、また分野としては美術、工芸、デザイン、建築を対象とし、諸ジャンルや境界にとらわれな
い総合的な教育を行います。また作品に表されているものやそれ自体を感覚と知性を働かせて解明し、作品の意義を探
求する能力の習熟を目指します。

芸術文化政策コース
芸術文化政策は、重要な政策課題として認識され、人的、経済的、文化的な資源をいかに有効に結びつけて、新しい可能
性を創造していくかが問われています。本コースは、アートとデザインを「政策」「文化」という総合的な視点から捉え直し、
多様な概念、情報を体系化していきます。具体的には、社会と文化を結ぶ領域でのさまざまな活動や政策を学び、美術
館、企業メセナなど、新たな文化活動の展開を研究します。美術史、現代芸術論、芸術社会学などをもとに、比較文化と
比較文明学の方法を取り入れたマネージメントの理解と認識を高めます。レクチャーも含めて、国際的・地域的な調査研
究を重視し、新たな価値観を形成して発信する文化と芸術を支える仕組みを考えます。

美術専攻

造形研究科各コースの教育
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視覚伝達デザインコース
「人のコミュニケーション」を総合的に見れば、メッセージの伝達だけでなく、音声・視覚・身振りなどの認知機構で、人と
人の状況変化に対応する行動、人と環境に働きかけて状況を変化させる行動であると理解できます。本来、「人のコミュ
ニケーション」はダイナミックで生態学的な認知と行動のプロセスなのです。視覚伝達デザインコースは、ダイナミックな
プロセスとしての視点から、実践と理論の研究を通して、新しいデザインの模索、自己の専門分野の確立を目指します。
視覚言語、デザイン論などの理論的な学習、ライティング・スペース・デザイン、情報デザイン、環境デザイン、そして統合
的なコミュニケーション・デザインの分野を研究の対象としています。

工芸工業デザインコース
工芸工業デザインコースには、インダストリアルデザイン、インテリアデザイン、クラフトデザインの各領域があり、クラフ
トデザインは素材別に金工、木工、陶磁、ガラス、テキスタイルに分かれています。これらの関連領域において各自が研究
テーマを定め、社会との関連や造形性などを考えながら、計画や作品制作を深めていくことが中心となります。学生は各
自の専攻を中心に、担当教員の指導を受けながら研究を進めますが、人間の生活と関わる仕事を成し遂げるためには、
広い視野を持ち、さまざまな角度から問題を検討することが必要です。そのため、本コースでは担当の教員に限らず、関
連領域の方々から指導や助言を得られる協力体制を整えています。

空間演出デザインコース
空間演出デザインコースは、舞台美術全般、環境デザイン、インテリアデザイン、ファッションデザインに基点を置きなが
ら、固有のテーマを掲げて研究を進めます。人間を取り巻くあらゆる空間的な関わりのなかで、文化的な役割を背景とし
た、より豊かな想像力と高度な造形創造を持つ個性溢れるスペシャリストの育成を目的とします。2年間の研究計画では、
指名制による教員とのプログラム作成をもとに、随時必要に応じて多彩な専門分野の教員による複合的な観点から、方
法論だけではなく高度な技術的指導を行います。本学科の特徴でもある各領域間を自在に往来できる体制での多角的
プログラムです。

建築コース
建築コースは、学部での設計や研究をもとに、建築が成立している社会的背景を意識して研究や制作をさらに深めてい
きます。各専任教員の専門分野が反映されるスタジオに所属し、プロジェクトや研究を実践。関係領域の教員の助力に
よって広範囲に展開していきます。1年次は研究総括としての発表を基盤としながら、2年次では修了制作に取り組み、研
究とプロジェクトを融合させていきます。また、一級建築士試験に必要な2年の実務経験要件を満たす建築設計実習と
建築設計インターンシップを設けており、より実務的な内容を履修することも可能です。

基礎デザイン学コース
基礎デザイン学コースでは、デザインの各専門領域や造形に通底する問題、あるいはデザイン論やデザイン史、形態、色
彩についての諸説や歴史を、情報・通信をはじめとする技術革新や産業・生活構造、社会変革の中に位置づけながら、社
会的・人間的・文明的な文脈において研究します。顕在化してきている情報やメディアのためのデザイン、社会のための
デザイン、グランドデザインの領域においても上記の視点からさまざまな問題が発見され、新たな研究領域が拓かれつ
つあります。また、それらの問題に対する理解や解決、批判、デザインの提案については、問題を総合的に捉える思考と
方法論が求められています。

デザイン専攻

造形研究科各コースの教育
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映像コース
現代は「映像の時代」とも「映像の世紀」とも呼ばれています。映像作品が量産される時代であり、優れた映像作品に出
会える時代という意味でもありますが、本当は、作品という完結した形とは無関係に、社会のあらゆる分野や側面にさり
気ない形で映像が入り込んでいる時代だからこそ、このように呼ばれるのではないかと考えます。映像コースでは、あら
ゆる側面で機能している映像のさまざまな形を分析して、「映像とは何か」さらには「どんな映像が可能か」を考え、個人
的表現から社会的機能まで、その可能性の追究を行い、全方位的に研究を展開していきます。

写真コース
現代アートの諸分野は、混沌として不鮮明な現代社会に遭遇しています。「写真」が担うべき創造の世界も今、大きな変
革期を迎えようとしています。伝統的なケミカル写真に加えて、デジタル表現という新しい分野の技術が参入し、さらに
地球上に張り巡らされたWebのネットワークによって、写真の流通や表現方法に大きな影響を与えています。現代アー
トの諸分野が、映像表現の領域に限りなく近接しつつある今日、このような現代の写真環境を全方位的・複合的に捉え
直して、それをいかに新しい表現に結びつけていくかを、共に考察、実践していくことに写真コースの存在意義があると
言えます。

デザイン情報学コース
日々発展する高度情報社会は、私たちに創造的な意識改革と情報環境の技術革新を求めています。デザイン情報学コー
スは、汎技術としてのデザイン知の覚醒を基礎に「クリエイティブ・リーダーシップに関する実践的研究」と「経験を拡張
するためのデザイン研究」という、互いに深く関係し合う二つのコア領域によって構成されています。デザイン情報学コ
ースでは、本学の国際的な教育研究環境を活用した幅広い研究が展開されています。それは従来型の研究論文を執筆
するスタイルを基本としつつも、問題発見から社会的効用までを見据えた新提案を行うプロジェクト形式から、新たなデ
バイスやアプリケーションをデザインして経験を拡張するメディア表現を試みるものまで、さまざまです。

造形研究科各コースの教育
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授業科目および担当教員

日本画コース
授業科目 単位数 担当教員

日本画研究Ⅰ 8 内田あぐり 教授
日本画研究Ⅱ 4 尾長良範 教授
日本画研究Ⅲ 8 西田俊英 教授

山本直彰 教授
岩田壮平 准教授

油絵コース
授業科目 単位数 担当教員

絵画研究Ⅰ 8 赤塚祐二 教授
絵画研究Ⅱ 4 遠藤彰子 教授
絵画研究Ⅲ 8 樺山祐和 教授

川口起美雄 教授
小林孝亘 教授
長沢秀之 教授
袴田京太朗 教授
丸山直文 教授
水上泰財 教授

版画コース
授業科目 単位数 担当教員

版画研究Ⅰ 8 遠藤竜太 教授
版画研究Ⅱ 4 高浜利也 教授
版画研究Ⅲ 8 元田久治 准教授

彫刻コース
授業科目 単位数 担当教員

彫刻研究Ⅰ 8 伊藤　誠 教授
彫刻研究Ⅱ
彫刻研究Ⅲ

4
8

戸谷成雄
黒川弘毅

教授
教授

三沢厚彦 教授

造形理論・美術史コース
授業科目 単位数 担当教員

※西洋美術史研究 （2） 朴　亨國 教授
※西洋古代美術研究 （2） 木田拓也 教授
※日本美術工芸史演習 （2） 北澤洋子 教授
　東洋美術史研究 2 篠塚千惠子 教授
※東洋美術史演習 （2） 田中正之 教授
※近現代美術史演習 （2） 玉蟲敏子 教授
※近代工芸史演習 （2） 松葉一清 教授
※デザイン史研究 （2）
※現代建築論 （2）
　造形学演習Ⅰ 6
　造形学演習Ⅱ 6

○造形学演習Ⅰは平成29年度開講しない。

芸術文化政策コース
授業科目 単位数 担当教員

芸術文化政策特論Ⅰ 4 楫　義明 教授
芸術文化政策演習Ⅰ 6 是枝　開 教授
芸術文化政策特論Ⅱ 4 髙島直之 教授
芸術文化政策演習Ⅱ 6 新見　隆 教授

米徳信一 教授
杉浦幸子 教授
西中　賢 教授

・以下は2017（平成29）年度の開設科目および担当教員です。
・※印のついている科目は当該コースの必修または選択必修科目ですが、他のコースの学生も共通科目として履修することができます。
・単位数に（　）がついている科目は選択科目です。

美術専攻
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視覚伝達デザインコース
授業科目 単位数 担当教員

※視覚情報論Ⅰ 4 寺山祐策 教授
※視覚伝達デザイン演習Ⅰ 6 キュー・ジュリア 教授
　視覚情報論Ⅱ 4 齋藤啓子 教授
　視覚伝達デザイン演習Ⅱ 6 陣内利博 教授

西本企良 教授
白井敬尚 教授
新島　実 教授
古堅真彦 教授
石塚英樹 准教授

工芸工業デザインコース
授業科目 単位数 担当教員

※プロダクトデザイン特論Ⅰ 4 十時啓悦 教授
　プロダクトデザイン演習Ⅰ 6 伊藤真一 教授
　プロダクトデザイン特論Ⅱ 4 稲田真一 教授
　プロダクトデザイン演習Ⅱ 6 大村俊二 教授

鈴木　洋 教授
田中桂太 教授
中原俊三郎 教授
西川　聡 教授
鈴木純子 准教授
山中一宏 准教授

空間演出デザインコース
授業科目 単位数 担当教員

※空間演出デザイン特論Ⅰ 4 池田ともゆき 教授
　空間演出デザイン演習Ⅰ 6 天野　勝 教授
　空間演出デザイン特論Ⅱ 4 小竹信節 教授
　空間演出デザイン演習Ⅱ 6 小泉　誠 教授

津村耕佑 教授
パトリック・ライアン 教授
五十嵐久枝 教授
片山正通 教授
太田雅公 教授
鈴木康広 准教授

建築コース
授業科目 単位数 担当教員

建築設計インターンシップⅠ （4） 源愛日児 教授
建築設計インターンシップⅡ （4） 高橋晶子 教授
建築設計インターンシップⅢ （4） 長谷川浩己 教授
建築設計実習Ⅰ （4） 布施　茂 教授
建築設計実習Ⅱ （4） 鈴木　明 教授
建築設計実習Ⅲ （4） 小西泰孝 教授
建築デザイン演習Ⅰ （4） 菊地　宏 准教授
建築デザイン演習Ⅱ （4）
建築デザイン演習Ⅲ （4）
建築設計演習Ⅰ （4）
建築設計演習Ⅱ （4）
建築設計演習Ⅲ （4）
建築デザイン特論Ⅰa 2
建築デザイン特論Ⅰb 2
建築デザイン特論Ⅱa 2
建築デザイン特論Ⅱb 2
建築計画特論 （2）
建築設備特論 （2）
建築設計特論 （2）
建築構法特論 （2）

基礎デザイン学コース
授業科目 単位数 担当教員

※デザイン論特論Ⅰ 4 原　研哉 教授
　デザイン理論演習Ⅰ 6 板東孝明 教授
　デザイン論特論Ⅱ 4 宮島慎吾 教授
　デザイン理論演習Ⅱ 6 小林昭世 教授

柴田文江 教授
菱川勢一 教授
吉田慎悟 教授

映像コース
授業科目 単位数 担当教員

※映像特論Ⅰ 4 板屋　緑 教授
　映像設計演習Ⅰ 6 黒坂圭太 教授
　映像特論Ⅱ 4 篠原規行 教授
　映像設計演習Ⅱ 6 三浦　均 教授

小口詩子 教授

写真コース
授業科目 単位数 担当教員

※写真特論Ⅰ 4 小林のりお 教授
　写真計画演習Ⅰ 6
　写真特論Ⅱ 4
　写真計画演習Ⅱ 6

デザイン情報学コース
授業科目 単位数 担当教員

※デザイン情報学特論Ⅰ 4 今泉　洋 教授
※デザイン情報学特論Ⅱ 4 長澤忠徳 教授
　デザイン情報学統合演習Ⅰ 6 森山明子 教授
　デザイン情報学統合演習Ⅱ 6 井口博美 教授

佐藤淳一 教授
白石　学 教授
井上尚司 准教授
高山　穣 准教授

［各コース共通科目］
授業科目 単位数

造形民俗学研究 （4）
西洋美術史研究 （4）
西洋古代美術研究 （4）
日本美術工芸史研究 （4）
日本美術工芸史演習 （4）
東洋美術史演習 （4）
現代芸術研究 （4）
近現代美術史演習 （4）
デザイン史研究 （4）
近代工芸史演習 （4）
現代建築論 （4）
現代都市論 （4）
ユング芸術心理学研究 （4）
芸術情報処理研究 （4）
環境デザイン論 （4）
環境生態学特論 （2）
映像芸術論 （4）
作家・作品研究 （4）
美術教育研究 （4）
教育学研究 （4）
コンテクスチュアル・スタディーズ演習Ⅰ （2）
コンテクスチュアル・スタディーズ演習Ⅱ （2）
インタラクティブ・イノベーション演習Ⅰ （2）
インタラクティブ・イノベーション演習Ⅱ （2）

デザイン専攻

［他コース履修可能科目］
授業科目 単位数

視覚情報論Ⅰ （4）
視覚伝達デザイン演習Ⅰ （6）
プロダクトデザイン特論Ⅰ （4）
空間演出デザイン特論Ⅰ （4）
デザイン論特論Ⅰ （4）
映像特論Ⅰ （4）
写真特論Ⅰ （4）
デザイン情報学特論Ⅰ （4）
デザイン情報学特論Ⅱ （4）

○ 芸術情報処理研究、コンテクスチュアル・ス
タディーズ演習Ⅱ、インタラクティブ・イノベ
ーション演習Ⅱは平成29年度開講しない。
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本学へのアクセス

交通アクセス

路線図

最寄り駅からのアクセス（鷹の台キャンパス）

JR中央線（快速）約21分

JR武蔵野線約28分

西武国分寺線（東村山行）約5分

西武国分寺線（国分寺行）約5分 西武新宿線約28分

西武バス 約20分

東村山

鷹の台

武
蔵
野
美
術
大
学 

鷹
の
台
キ
ャ
ン
パ
ス

新宿 東京

南浦和

高田
馬場

西武
新宿

武蔵野美術
大学バス停

徒歩
18分

徒歩
3分

A

B
西国分寺 国分寺

浜松町

東京
成田空港

上野

羽田空港

品川

高田馬場

国分寺
B

A鷹の台

立川

吉祥寺校
 ［通信教育課程］

三鷹
 ルーム

武蔵野美術大学
鷹の台キャンパス

新宿

東京モノレール

京急
スカイライナー

JR山手線

赤羽

至大宮

田端

池袋

京王井の頭線

西武新宿

渋谷

JR中央線吉祥寺

西武新宿線

西武バス
国分寺駅
北入口

武蔵野
美術大学

小平
新小平

恋ヶ窪
西武国分寺線

西国分寺

府中本町

至川崎

JR南武線

至高尾

西武池袋線

至南浦和至飯能

JR武蔵野線小平営業所

拝島

西武拝島線

至本川越

所沢

東村山

小川

三鷹

京急空港線

※西武国分寺線鷹の台駅から武蔵野美術大学鷹の台キャンパスまでの徒歩ルート（A）、
JR国分寺駅（北口）より西武バス乗り場までの徒歩ルート（B）は下記をご参照ください。

A.西武国分寺線「鷹の台」駅下車 徒歩18分
◎ JR中央線から「国分寺」駅乗換、「東村山」行（2駅目）
◎西武新宿線から「東村山」駅乗換、「国分寺」行（2駅目）
＊入学試験で来校の場合、バスは道路事情等により遅れる
ことがあるので、この経路を利用してください。

B.西武バス「武蔵野美術大学」停留所
  下車すぐ
◎ JR中央線「国分寺」駅北口徒歩3分
「国分寺駅北入口」停留所より「武蔵野美術大学」行
または「小平営業所」行に乗車（バス所要時間：約20分）

広域マップ
JR中央線「立川」駅北口より、立川バスを利用し「若葉町団地」
で下車すれば、徒歩約12分で本学まで来られます。
また、JR武蔵野線「新小平」駅や西武拝島線「東大和市」駅
から自転車通学する学生も多数います（約13分／約10分）。

国分寺駅北入口
「武蔵野美術大学」
または
「小平営業所」行 街

店
商
口
北

タクシー乗り場
喫茶店

西
武
多
摩
湖
線

西武線

新宿

北口

一
橋
学
園

JR国分寺駅

西武国分寺線

鷹の台

高尾　JR中央線

メガネ店

国分寺駅
北入口
バス停

武蔵野美術大学

武蔵野
美術大学

創価学園前
鷹の台

津田町

三菱東京
UFJ銀行

鷹の台駅

JA

創価学園

テニスコート

コンビニ

コンビニ

国分寺 東村山

上水公園

派出所

西武国分寺線

校
学
大
鮮
朝

道
歩
遊
水
上
川
玉

屋
当
弁

店
理
料
華
中

水
上
川
玉

朝鮮大学校

中華料理店

白梅学園前

徒歩ルート
若葉町団地

玉川上水

青梅街道

西武拝島
線

自転車
ルート

自転車
ルート

J
R

線
野
蔵
武

線
寺
分
国
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西

り
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立

武蔵野美術大学

駅
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新
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小
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台
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鷹

問い合わせ先　武蔵野美術大学　入学センター　〒187-8505 東京都小平市小川町1-736
TEL.042-342-6995（受付時間 9：00～16：30）　http://www.musabi.ac.jp/
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